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一般の部(3km)
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ レース№

 2016/6/26

スタート： -

会場: 鳥取県　米子湾および米子市湊山公園

主催: 中海OWS２０１６実行委員会

43分33秒451 加藤 大輔146 ｶﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ W96

43分56秒092 澤田 健太160 ｻﾜﾀﾞ ｹﾝﾀ W110

43分57秒523 井上 裕馬130 ｲﾉｳｴ ﾕｳﾏ W80

45分47秒134 林 栄和204 ﾊﾔｼ ｴｲｶｽﾞ W154

46分45秒895 高山 郁生142 ﾀｶﾔﾏ ｲｸｵ W92

46分49秒446 佐藤 真一153 ｻﾄｳ ｼﾝｲﾁ W103

46分54秒607 後藤 裕志195 ｺﾞﾄｳ ﾋﾛｼ W145

48分17秒538 足立 智喜137 ｱﾀﾞﾁ ﾄﾓｷ W87

48分41秒079 田中 秀規154 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞｷ W104

49分59秒4610 手塚 修227 ﾃﾂﾞｶ ｵｻﾑ W177

51分01秒2011 佐桑 秀樹165 ｻｸﾜ ﾋﾃﾞｷ W115

52分12秒6412 大本 翔子101 ﾀﾞｲﾓﾄ ｼｮｳｺ W51

52分45秒9513 岸本 三恵114 ｷｼﾓﾄ ﾐｴ W64

52分59秒8514 難波 修一郎131 ﾅﾝﾊﾞ ｼｭｳｲﾁﾛｳ W81

53分51秒5715 新木 辰実208 ｼﾝｷ ﾀﾂﾐ W158

54分24秒7716 渡邊 悟175 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄﾙ W125

54分29秒7917 浦山 勲174 ｳﾗﾔﾏ ｲｻｵ W124

54分32秒6418 松本 晃彦157 ﾏﾂﾓﾄ ｱｷﾋｺ W107

55分11秒9019 服部 良一199 ﾊｯﾄﾘ ﾘｮｳｲﾁ W149

55分38秒6020 足立 雅子106 ｱﾀﾞﾁ ﾏｻｺ W56

56分46秒0021 岡崎 敏夫210 ｵｶｻﾞｷ ﾄｼｵ W160

56分49秒5522 貞森 隆男237 ｻﾀﾞﾓﾘ ﾀｶｵ W187

57分22秒3023 為本 大輔163 ﾀﾒﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ W113

57分25秒5524 恵美 平156 ｴﾐ ﾀｲﾗ W106

57分30秒3825 加藤 幸江107 ｶﾄｳ ｻﾁｴ W57

57分31秒7026 小原 工196 ｵﾊﾞﾗ ﾀｸﾐ W146

57分32秒5727 山田 敦子108 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾂｺ W58

57分36秒3128 山本 訓久229 ﾔﾏﾓﾄ ﾄｷﾋｻ W179

57分36秒7529 田島 大介181 ﾀｼﾏ ﾀﾞｲｽｹ W131

57分39秒0530 池口 卓168 ｲｹｸﾞﾁ ﾀｶｼ W118

57分47秒3131 定廣 絵美104 ｻﾀﾞﾋﾛ ｴﾐ W54

57分57秒1032 金澤 純149 ｶﾅｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝ W99

58分21秒1833 家高 謙児198 ﾔﾀｶ ｹﾝｼﾞ W148

58分23秒6034 袖本 健一182 ｿﾃﾞﾓﾄ ｹﾝｲﾁ W132

58分32秒3235 福本 健斗132 ﾌｸﾓt ｹﾝﾄ W82

58分36秒8536 東 伸治177 ｱｽﾞﾏ ｼﾝｼﾞ W127

58分41秒9137 浦上 文宏211 ｳﾗｶﾐ ﾌﾐﾋﾛ W161

58分45秒4638 藤原 祐太138 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳﾀ W88

58分53秒3539 実重 誠吾201 ｻﾈｼｹﾞ ｾｲｺﾞ W151

59分11秒7540 平松 慎一朗189 ﾋﾗﾏﾂ ｼﾝｲﾁﾛｳ W139

59分51秒1641 古谷 浩平159 ﾌﾙﾀﾆ ｺｳﾍｲ W109

1時間00分12秒0242 竹林 秀雄193 ﾀｹﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｵ W143

1時間01分01秒1243 橘 知恵110 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾁｴ W60

1時間02分31秒9744 東條 環樹170 ﾄｳｼﾞｮｳ ﾀﾏｷ W120

1時間02分42秒2645 遠藤 歩134 ｴﾝﾄﾞｳ ｱﾕﾑ W84

1時間02分49秒9146 宮本 嵩之129 ﾐﾔﾓﾄ ﾀｶﾕｷ W79

1時間02分55秒5347 藤原 泰基203 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾀｲｷ W153

1時間02分57秒6448 前田 邦子125 ﾏｴﾀﾞ ｸﾆｺ W75

1時間03分06秒9449 長瀬 雅史139 ﾅｶﾞｾ ﾏｻﾌﾐ W89

1時間03分12秒8850 有田 憲司178 ｱﾘﾀ ｹﾝｼﾞ W128
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1時間03分16秒5951 久保 雅之140 ｸﾎﾞ ﾏｻﾕｷ W90

1時間03分20秒3352 岡本 学202 ｵｶﾓﾄ ﾏﾅﾌﾞ W152

1時間03分25秒3853 昌子 一郎228 ｼｮｳｼﾞ ｲﾁﾛｳ W178

1時間03分28秒4954 柴垣 純子127 ｼﾊﾞｶﾞｷ ｽﾐｺ W77

1時間03分42秒9855 木村 宗136 ｷﾑﾗ ｿｳ W86

1時間03分49秒8456 大村 匡由186 ｵｵﾑﾗ ﾏｻﾖｼ W136

1時間04分05秒2257 木原 義雅213 ｷﾊﾗ ﾖｼﾏｻ W163

1時間04分07秒5158 小谷 治180 ｺﾀﾆ ｵｻﾑ W130

1時間04分12秒0359 田中 晶子105 ﾀﾅｶ ｱｷｺ W55

1時間04分31秒5860 倉繁 良文215 ｸﾗｼｹﾞ ﾖｼﾌﾐ W165

1時間04分40秒8461 有木 智子126 ｱﾘｷ ﾄﾓｺ W76

1時間05分19秒6062 小畑 槇一217 ｵﾊﾞﾀ ｼﾝｲﾁ W167

1時間05分25秒0063 佐々木 恭二194 ｻｻｷ ｷｮｳｼﾞ W144

1時間05分26秒0464 湯越 一郎155 ﾕｺｼ ｲﾁﾛｳ W105

1時間05分36秒1165 木村 将一郎161 ｷﾑﾗ ｼｮｳｲﾁﾛｳ W111

1時間05分38秒7266 吉田 康憲141 ﾖｼﾀﾞ ﾔｽﾉﾘ W91

1時間05分41秒1167 村上 昭夫179 ﾑﾗｶﾐ ｱｷｵ W129

1時間05分47秒8068 鍋山 智和187 ﾅﾍﾞﾔﾏ ﾄﾓｶｽﾞ W137

1時間05分52秒0369 山口 謙司200 ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾝｼﾞ W150

1時間06分20秒3470 鍋山 崇人176 ﾅﾍﾞﾔﾏ ﾀｶﾄ W126

1時間06分22秒8771 原 明子124 ﾊﾗ ｱｷｺ W74

1時間06分31秒8472 用松 修224 ﾓﾁﾏﾂ ｵｻﾑ W174

1時間06分45秒5773 廣江 すみれ113 ﾋﾛｴ ｽﾐﾚ W63

1時間06分56秒1674 松本 英樹164 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾃﾞｷ W114

1時間06分58秒8375 木村 弘之220 ｷﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ W170

1時間07分08秒1476 三好 妙123 ﾐﾖｼ ﾀｴ W73

1時間07分11秒7677 百田 淳之介171 ﾓﾓﾀ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ W121

1時間07分32秒8978 川本 勝美197 ｶﾜﾓﾄ ｶﾂﾐ W147

1時間07分34秒9779 田中 博子128 ﾀﾅｶ ﾋﾛｺ W78

1時間08分14秒5380 岩崎 誠司191 ｲﾜｻｷ ｾｲｼﾞ W141

1時間08分28秒9681 力石 緑103 ﾁｶﾗｲｼ ﾐﾄﾞﾘ W53

1時間08分43秒1882 星野 徳夫236 ﾎｼﾉ ﾄｸｵ W186

1時間08分49秒4283 和田 俊介150 ﾜﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ W100

1時間08分49秒6884 下村 教光144 ｼﾓﾑﾗ ﾉﾘﾐﾂ W94

1時間09分39秒0285 西垣 拓也162 ﾆｼｶﾞｷ ﾀｸﾔ W112

1時間09分59秒2886 根来 浩三226 ﾈｺﾞﾛ ｺｳｿﾞｳ W176

1時間10分16秒4687 西 雅弘133 ﾆｼ ﾏｻﾋﾛ W83

1時間11分01秒1088 大西 則男169 ｵｵﾆｼ ﾉﾘｵ W119

1時間11分56秒0389 高田 広幸190 ﾀｶﾀ ﾋﾛﾕｷ W140

1時間12分09秒9790 比留田 曜148 ﾋﾙﾀ ｱｷﾗ W98

1時間12分19秒1291 影井 利成192 ｶｹﾞｲ ﾄｼﾅﾘ W142

1時間12分21秒5392 清水 和子109 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞｺ W59

1時間12分27秒1593 中島 晃亮230 ﾅｶｼﾞﾏ ｱｷﾗ W180

1時間12分37秒1994 山中 良典152 ﾔﾏﾅｶ ﾖｼﾉﾘ W102

1時間12分41秒2995 圓山 理絵115 ﾏﾙﾔﾏ ﾘｴ W65

1時間13分30秒1196 北川 一乃102 ｷﾀｶﾞﾜ ｶｽﾞﾉ W52

1時間14分50秒3597 鶴見 聰223 ﾂﾙﾐ ｻﾄｼ W173

1時間14分56秒2798 木村 靖218 ｷﾑﾗ ﾔｽｼ W168

1時間15分58秒8699 陶山 隆史147 ｽﾔﾏ ﾀｶｼ W97

1時間16分01秒20100 稲村 範子120 ｲﾅﾑﾗ ﾉﾘｺ W70
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1時間17分16秒92101 石田 明子118 ｲｼﾀﾞ ｱｷｺ W68

1時間18分03秒14102 左野 修222 ｻﾉ ｵｻﾑ W172

1時間18分11秒00103 米澤 広美112 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾋﾛﾐ W62

1時間18分15秒85104 川上 寿子116 ｶﾜｶﾐ ﾋｻｺ W66

1時間18分20秒90105 田邊 妙子121 ﾀﾅﾍﾞ ﾀｴｺ W71

1時間18分34秒81106 高橋 悠151 ﾀｶﾊｼ ﾕｳ W101

1時間19分53秒98107 金本 美有紀119 ｶﾈﾓﾄ ﾐﾕｷ W69

1時間20分14秒94108 加藤 誠233 ｶﾄｳ ﾏｺﾄ W183

1時間20分36秒00109 西村 修一219 ﾆｼﾑﾗ ｼｭｳｲﾁ W169

1時間21分10秒19110 坂口 登明185 ｻｶｸﾞﾁ ﾄﾓﾋﾛ W135

1時間22分07秒03111 小巌 香織111 ｺｲﾜ ｶｵﾘ W61

1時間22分10秒52112 角田 昭典231 ﾂﾉﾀﾞ  ｱｷﾉﾘ W181

1時間23分09秒75113 本常 良孝184 ﾓﾄﾂﾈ ﾖｼﾀｶ W134

1時間25分42秒02114 山崎 大輔183 ﾔﾏｻｷ ﾀﾞｲｽｹ W133

1時間28分37秒01115 山本 徳男238 ﾔﾏﾓﾄ ﾉﾘｵ W188

1時間29分20秒78116 松本 一生216 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞｵ W166

1時間31分50秒54117 石川 芳秀235 ｲｼｶﾜ ﾖｼﾋﾃﾞ W185

1時間32分48秒06118 古鉄 直樹205 ｺﾃﾂ ﾅｵｷ W155

1時間33分52秒99119 前田 祥文234 ﾏｴﾀ ﾖｼﾌﾐ W184

1時間40分18秒76120 秋月 徹173 ｱｷﾂﾞｷ ﾄｵﾙ W123

1時間45分33秒77121 米倉 申145 ﾖﾈｸﾗ ｼﾝ W95

1時間46分28秒48122 岡崎 伸介188 ｵｶｻﾞｷ ｼﾝｽｹ W138
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